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平成26年度第２回水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会議事録 

 

１．日 時 平成27年２月27日（金）13:30～15:35 

２．場 所 農林水産省水産庁中央会議室（農林水産省本館８階） 

３．出席者 水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会委員 

岡安委員、中村委員、古屋委員、安永委員 

農林水産省政策評価第三者委員会委員 

日吉委員 

水産庁 

漁港漁場整備部長、計画課長、計画課計画班課長補佐、計画課計画官、 

防災漁村課海岸班課長補佐、防災漁村課環境整備班課長補佐 

４．議 題 １．平成26年度水産関係公共事業に関する事業評価について 

２．水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討について 

５．議事録 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官）  

 定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

 本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいまから平成26年度第２回水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会を開催いたしま

す。 

 私は、事務局計画課の遠田と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回の議事録につきましては、委員の了解等を得ました上で、記名の上公表されます。ただし、

平成27年度の予算成立以降となります。 

 それでは、お手元の配付資料を確認いたします。議事次第と出席者名簿、配付資料一覧の資料

がございまして、参考資料１から５番まで。それから、共通で皆様にありますのは資料４と資料

５、今回説明する内容です。委員の皆様には、資料１から資料３ということで、評価書案のファ

イルを用意してあります。傍聴の皆様には説明する資料のみです。ご了承願います。不足等がご

ざいましたら、事務局によろしくお願いいたします。 

 議事に入ります前に、漁港漁場整備部長高吉よりご挨拶を申し上げます。 
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（漁港漁場整備部長） 

 漁港漁場整備部長の高吉でございます。委員の皆様におかれましては、年度末の大変お忙しい

中、水産公共事業の事業評価技術検討会にご出席をいただきましてありがとうございます。 

 現在、私ども水産庁では特に水産公共事業によりまして大きく３つのテーマに取り組んでおり

ます。第１は、水産業を成長産業にしていくということと、そのための輸出促進、あるいは国民

に安心・安全な水産物を供給するという観点で、漁港の高度衛生管理体制を進めています。 

 第２は、資源の増大ということです。水産生物の生活史をとらえたマスタープランをつくりま

して、各成長段階で望ましい環境をつくっていこうと。それによって豊かな海、そして生産力の

底上げを進めております。 

 第３は国土の強靱化ということになります。東日本の被災地の復旧・復興、まもなく４年を経

過するわけですけれども、陸揚げ岸壁の整備は随分進んでまいりました。ただ、防波堤、防潮堤

という整備が引き続き行われております。早期の復旧・復興に努めているところであります。ま

た、東日本大震災の経験を踏まえまして、特に南海トラフ地震等に備えて漁港や海岸の地震、津

波対策、施設の老朽化対策を進めてまいります。 

 さて、これらの事業を進める上で、事業採択前から事業完了後に至るまでの事業の効率性、あ

るいは事業実施過程の透明性の確保を図るという観点から、事前、期中、完了後の事業評価を行

っております。本検討会はこれらの事業評価につきまして、技術的専門的観点から助言をいただ

き、評価の客観性、評価手法の一層の向上を図ることを目的として開催させていただいておりま

す。 

 本日は、地区別の事業評価のほかに、事業の効果算定を行う上で基本となります費用対効果分

析手法についてもご意見を伺うことにしております。限られた時間ですけれども、忌憚のないご

意見、ご指導を賜りますようお願いをいたしまして挨拶といたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 

 それでは、出席者の皆様を座席の順にご紹介させていただきます。 

 委員の皆様です。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 

 本日は農林水産省政策評価第三者委員会よりサバのすり身を「サバ男くん」と名付けて商標登

録して販売していらっしゃいます静岡県は、いとう漁業協同組合代表理事専務の日吉委員にご参

加いただいております。 
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（日吉委員） 日吉です。よろしくお願いいたします。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 次に、水産庁のメンバーを座席の順に紹介させていただ

きます。 

（漁港漁場整備部長） 高吉でございます。よろしくお願いします。 

（計画課長） 中泉でございます。よろしくお願いいたします。 

（計画課計画班補佐） 高原でございます。よろしくお願いします。 

（計画課計画官） 中西です。よろしくお願いします。 

（防災漁村課海岸班補佐） 米山でございます。よろしくお願いします。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 今は空席でございますけれども、業務の都合で遅れます

が防災漁村課環境整備班補佐、田村がまいります。 

 本日はいろいろ業務があるものですから、途中中座、退席せざるをえないことがありますので、

ひとつご了承いただきたいと思います。 

 報道関係の皆様、ここで冒頭のカメラは終了でございます。 

 ただいまより岡安委員によりまして議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

（岡安座長） 

 議事を仰せつかりました岡安でございます。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。 

 本日は、第２回の水産関係公共事業に関する事業評価技術検討会として、議事が２つ用意され

ています。第１番目、平成26年度水産関係公共事業に関する事業評価について、本日は５件を伺

っております。まず事前の評価から説明していただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

（計画課計画班課長補佐） 高原からご説明をさせていただきます。 

 １枚紙をご覧いただきたいと思います。本日５件説明させていただく事業の抽出についての説

明資料です。評価書リストという資料をご覧いただきたいと思います。 

 事前評価が８件、期中の評価が14件、事後の評価が30件の中から事前評価は１件、期中の評価

は２件、事後評価についても２件のご説明をさせていただくこととしております。水産関係公共

事業は、主に漁港事業、漁場事業、漁村事業と漁港の海岸事業の４種類ございます。それぞれ１

つずつ説明させていただきます。１枚紙の本日ご説明する案件についてです、事前評価ですが、

最も事業費の大きい地区としまして、和歌山県の串本地区についてご説明差し上げます。 
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 期中の評価は計画の変更をするもので、計画変更の事業費の額、増減が多いものを漁港事業と

漁場事業、１つずつ抽出しましてご説明差し上げます。 

 また、事後評価ですが、漁村事業と漁港の海岸事業を１地区ずつ事業費の大きいものを説明さ

せていただくことでご了承いただきたい。 

 事前評価、串本地区水産流通基盤整備事業の事前評価の内容についてご説明を差し上げます。 

 串本地区は、和歌山県の串本漁港、本州最南端に位置する第三種漁港です。 

 １ページをご覧ください。特徴的な地形の漁港でございます。漁港前面には養殖の筏がずらり

と並んでおります。次のページ、カツオ、イワシ、アジを漁獲するまき網漁業の拠点であるとと

もに、タイやマグロの養殖漁業の拠点としても栄えている港です。 

 続きまして、串本漁港の位置づけです。海面養殖漁業の基地港です。また、串本町内24漁港の

避難港として重要な役割を有しています。 

 次のページです。串本漁港の課題と現状です。東海、東南海、南海、３連動地震に伴う津波来

襲により漁港背後地域に大きな浸水被害の発生が想定されています。背後地域の施設で、約

1,200億円の被害が想定されており、背後地域の津波避難困難者が161名と想定されていることか

ら、背後地域を守る意味での津波浸水対策と水産業の拠点ですので、漁業の早期再開のための対

策が急がれている漁港です。 

 課題と現状の２番として、25年３月に、最大クラスの津波が来た場合の浸水区域が公表されて

おります。最大浸水深で約11メートルとなっております。これに基づきまして、串本町でハザー

ドマップを作成しておりまして、ご覧のとおり３メートル以上の浸水がほとんどという予測にな

っております。 

 下の段についてです。平成26年10月に和歌山県が津波から逃げきる支援対策プログラムを策定

しております。串本漁港を津波避難困難地域に位置づけておりまして、概ね10年で優先的に対策

を推進していく地区として位置づけを行っているところです。 

 事業計画の内容です。赤い部分、オレンジ色の部分、水色の部分と３種類あります。津波から

守るため漁港施設で対策を行うのが赤い部分です。青色につきましては海岸事業で津波から防護

する。赤い漁港事業とオレンジ色の漁港海岸事業で一体的に背後の地域を守ろうと、多重防護と

いう考え方で整備する計画になっております。 

 さらに、赤の中に黒のハッチ部分があります。岸壁の耐震化、液状化対策等を行うことによっ

て、緊急時の避難物資の運搬、早期の漁業の再開に資する整備もあわせて行うことにしておりま

す。 
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 総事業費72億円は海岸事業を含めたものです。漁港事業分は54億円です。一覧表が今の事業費

の内訳です。浅海防波堤は前のページでご覧いただいた橋からつながる道路のように見える防波

堤です。耐震の改良事業費が25億円です。 

 北防波堤、南防波堤は漁港の防波堤、一連で３つ連なっていますが７億5,000万円、10億6,000

万円、岸壁の改良事業費で10億円弱です。 

 次に、資料の主な便益の算定についてご説明します。海岸事業と漁港事業が一体となって効果

を発揮するものとして整備しますので、効果は、総事業費と漁港事業と費用を按分して、漁港事

業の費用の分だけを漁港事業の便益として算出しています。 

 定量的な効果の概要の１番目は、物的被害についてです。事業を実施する前と事業を実施する

後で、浸水区域が変わりますので、家屋、家庭用品、事業所、農漁家と書いてありますが主に漁

家です、そして公共土木施設の被害額を算定しまして、差額を便益として見込んでいます。 

 資料では、比較的発生頻度の高い津波のレベル１を想定してシミュレーションしています。従

来から海岸事業では、津波のレベル１までは浸水を防ぐという考え方ですが、串本漁港は、レベ

ル１の値が非常に高いので、事業実施主体としては段階的に海岸事業を実施する計画です。 

 従いまして、第１段階の整備水準を念頭において、便益を算定しています。つまり、浸水をゼ

ロにしますと、かなりの便益が出ますので、便益の過大評価を防ぐために、段階的に整備する１

段目で浸水域を想定し便益を算出しています。 

 事業整備前と事業整備後の被害額の計の差額を計上しています。全体では400億円ですが、漁

港整備分として、約300億円の便益があるという算定結果です。 

 ２番目は人的被害です。先ほどの物的被害と考え方は同じです。整備前の赤い部分は避難困難

者が生じる地域です。整備後の青い部分も避難困難地域になる部分です。 

 本来であれば、整備後は避難困難者をゼロにしますが、段階的に整備を行うことから、第1段

階は前提として浸水域を想定しており、避難困難地域である水色の部分が生じます。 

 ただし、事業実施主体は施設整備に併せて、避難ビルの指定をするといったソフト対策を行い、

実際は避難困難者を出さない対策をします。便益の算出過程においては、浸水が30センチ以上あ

る地域については、避難困難者が発生するという考え方のもとで計算をしております。 

 その結果、整備前は161人の避難困難者が想定されるのに対し、整備後は50人弱が避難できる

として、被害額の差額を便益として算定しています。 

 人的被害の逸失便益は、直接的な効果として、避難できず、お亡くなりになったと想定しての

直接的な便益である逸失部分を算定したものです。次に精神的被害ですが、被災した方の家族、
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友人等が被る精神的な被害を算出しています。 

 続きまして、３番目、漁業生産被害です。津波が来ますと、漁業生産活動に必要な漁具、荷さ

ばき所、冷蔵庫、冷凍庫などが被害を受けます。その被害を直接被害として計上しています。そ

して、漁業を営む方々、水産業を営む方々が営業停止に追い込まれます、営業停止被害として貨

幣化し、整備前、整備後の被害額を算出して差を便益として算定しています。 

 事業の投資効果11ページでございます。説明しました３つの便益についてまとめました。12ペ

ージですけれども、費用便益比の値、Ｂ／Ｃ1.28という値が出ています。今回の事前評価につい

ては段階的な整備となることから、浸水を想定し、避難困難地域を想定しての計算過程としてい

ますが、仮に、海岸事業についてすべて浸水エリアを生じさせない整備を進めたとして算出した

場合の計算結果は、費用便益比の値は1.28が約1.5と出ているところです。 

 以上で、串本地区の費用対効果の考え方につきましてご説明いたしました。 

（岡安座長） 

 冒頭で言い忘れたことがございます。評価対象の地区が52あるという説明を先ほどいただきま

したが、52のうちから５地区を本日議論いただくということです。選考につきましては、私と事

務局で相談をさせていただきまして、基本的に事業費の大きいもの、期中の評価については事業

の変更額、変更率の大きいものを中心に選んでおります。それから、水産流通基盤整備事業、水

産環境整備事業、漁村総合整備事業、海岸保全施設整備事業がバランスよく入るように５つを選

択させていただいております。 

 高原補佐から説明がありました串本地区につきまして、委員の皆様方、ご質問、ご意見等がご

ざいましたらよろしくお願いいたします。 

（安永委員） 

 効果算定に関連して、９ページで人的被害に関する計算方法が説明されました。概ね理解した

つもりですが、事後の中で、118人の方が避難困難者として残ると書かれています。この方たち

は避難ビルの項目が記されていますので、避難ビルによって生命は保障されるという理解でよろ

しいですか。 

（計画課計画班課長補佐） 

 評価をするに当たっては、避難困難者118人の方はお亡くなりになるという仮定で逸失便益を

計算しております。ただし、実際には漁港事業、海岸事業と併せて避難ビルを指定する、場合に

よっては避難タワーを建てるといった対策をすることによって、実態的にはゼロになると、ご説

明をしたつもりでしたが。 
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（安永委員） 

 避難ビルは既設、既定計画ですが、具体的には、何階建のビルでしょうか。 

（高原計画課計画班課長補佐） 

 基本的な考え方は、鉄筋コンクリートの３階建て以上を指定しています。事前の図のピンク色

の部分ですけれども、現在、指定した中で、ピンク色の部分にあります。 

 漁港事業や海岸事業で整備することにより、端的に事後のブルーの部分の効果になります。 

（安永委員） 

 細かい説明は他のページで記載されていると思いますが、なければ記載したほうがわかりやす

いと思います。 

（計画課計画班課長補佐）わかりました。ありがとうございます。 

（岡安座長） ほかにございますか。 

 私から、人的被害についてコメントです。事前、事後で被害に遭われる方の数が減ることにつ

いて、実際には他の対策で助かるだろうと説明をされました。人的被害をいかに減らすのかが別

の意味で非常に重要ですので、その他対策の部分を考慮せず、助かるための対策に取組めば基本

的に便益は益々上げられるという議論にもなりかねません。また、避難困難地域におられる方が

全員亡くなるとの仮定は多分されておらず、住まわれている方、いらっしゃる方の数％の方が亡

くなるであろうとの積算と思いますが、実際には多くの方がお亡くなりになられる可能性も高い

と思われます。専門的な見地からいいますと、他の対策との併用で亡くなる方はいらっしゃらな

いだろうとは、少々言い過ぎだろうと思います。事業を実施する上で、避難困難者を減らすため

に整備していただいているとは思いますので、コメントとして申し上げました。 

 ほかにこの件でございますか。 

（古屋委員） 

 10ページの漁業生産被害ですが、事前と事後の写真に岸壁の辺りにバツ印がありますが、バツ

印は事後では使えなくなるところが減るようなイメージですか。 

（計画課計画班課長補佐） 

 イメージ的にどのように表現したらよいのか迷いましたが、バツの数で表現しました。センス

がなく申し訳ございません。 

（古屋委員） 

 何か説明書きが必要ではありませんか。 

 もう１つ、被害額に、養殖生簀は入っていますか。 
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（計画課計画班課長補佐） 入りますが、差がありません。 

（古屋委員） 全部被害を受けるからですか。 

（計画課計画班課長補佐） はい、その通りです。 

（古屋委員） わかりました。 

（岡安座長） よろしいでしょうか。 

 では、事前評価は終わります。続きまして期中評価の生産流通基盤整備事業の下関地区と水産

関係整備事業の有明海東地区についてご説明いただきますが、ご意見は下関と有明海東と別々に

承ることにしたいと思います。 

 それでは、下関地区の説明をお願いいたします。 

（計画課計画班課長補佐） 引き続き説明をさせていただきます。 

 下関地区の概要でございます。山口県の九州側に存在し、特定第３種漁港は全国で13あります

が、そのうちの１つの漁港でございます。 

 沖合底引き網漁業の拠点であるとともに、全国に有名なフグの拠点機能も持ち合わせています。 

 下関地区の概要ですが、３ページをご覧ください。 

 まず、平成25年２月に計画策定に伴う事前評価を実施しております。25年９月に計画を策定し

まして、今回、平成27年２月に計画変更に伴う期中の評価をします。主な変更要因は、計画施設

の変更で、大きく４つございます。 

 １つ目は荷さばき施設の拡大と設備の増設。２番目は、道路の再配置、漁港ビルの再配置によ

る既設の上屋撤去。３番目は太陽光発電、ＬＥＤ照明の設置。４番目として、耐震岸壁背後の野

積場、道路の液状化対策です。 

 事業費につきましては、約34億円が92億円と、増額になっております。 

 続きまして、事業の内容でございます。４ページは、当初の計画でございます。下関漁港は沖

合底引き網の船が夜に入港します。荷さばき所は開放型で、車両が進入する状態です。衛生管理

型の荷さばき所に整備することで、車両の進入ができないようになります。また、荷さばき所に

冷凍・冷蔵庫、一次加工施設を整備する。人が出入りする部分には消毒槽を設け、衛生トイレ、

場内については電動フォークリフトを使う計画です。 

 続きまして、５ページです。下関地区は、２地区ございます。今、ご説明したのはコンコース

地区ですが、もう１つ南風泊地区がございます。先ほど申し上げたようにフグが全国から集まっ

てきて、また全国に出荷されるフグの一大拠点でございます。 

 既設の荷さばき所は、場内に軽自動車が自由に入り込んだり、床で選別作業をしたり、衛生上
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の問題がありましたので、既設の荷さばき所を取り壊した上で、活魚水槽エリアと選別・陳列・

セリエリアと明確に分けます。動線を整え、車が入れるところ入れないところをしっかり分けま

して、さらに選別・陳列・セリエリアについて、しっかりした衛生管理対策を行う、新たな施設

の整備計画でございます。 

 南風泊地区につきましては計画の大きな変更はありません。大きな変更があるのは、６ページ、

本港地区の計画変更でございます。 

 本港地区の計画変更の内容につきましては、次の７ページにて詳しく説明しますので、６ペー

ジの説明は割愛させていただきます。 

 ７ページ、本港地区の事業の変更内容の説明は、それぞれの更新につきまして、当初事業と変

更の計画の対比表を作成しております。 

 まず、荷さばき所でございますけれども、大体4,563平米から１万1,000平米に、２倍以上の規

模にしていること。さらに、設備も増設しています。詳しくは後ほどご説明申し上げます。 

 道路についてです。荷さばき所を少し大きくしますので、既設の道路のつけ変え工事が必要に

なります。道路の改良は、耐震岸壁から幹線道路までの液状化対策でございます。 

 駐車場は、既設の駐車場の部分を代替えするための移設をします。 

 野積場の改良も耐震強化岸壁の背後の用地につきまして、液状化対策をします。６メートル岸

壁は岸壁の天端が高い部分を切り換えて、低天端化します。あと清浄海水導入施設を入れる計画

でございます。 

 ８ページは、事業費の変更内容について細かく一覧表にしております。変更前と変更後の差を

引き算したのが最後の列の増減です。本港地区の荷さばき施設、52億円で大きな変更要因となっ

ております。 

 ９ページ変更点の１で、変更点の詳しい要因をご説明させていただきます。 

 まず、変更前ですが、既存の施設を閉鎖型にするためにシャッターを設置し、高床式にするた

めに床を少し上げる簡易的な改良工事の計画でした。 

 しかしながら、いろいろ検討を重ねて行くに当たりまして、例えば、動線管理をするために搬

入・搬出エリアをきちんと位置づけたり、トラックが止まり出荷したり、トラックからの搬入の

荷物を選別する出荷準備作業などの立替えをするスペースも必要になってまいります。フォーク

リフトの通行帯を設けることも必要であり、変更前、変更後で図示しておりますが、少しエリア

が足りない部分を増設することにしております。そういう意味で既設の改良だけではなく、ピン

ク色で示してございますけれども、増設部分がございます。 
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 断面的なご説明を差し上げましたが、下に平面的な図面もございますのでご説明いたします。

左から施設の増設部分で、変更前の計画では、荷さばき所から製氷施設は少し離れたところにあ

りましたが、やはり温度管理をしっかりやるということで、製氷施設、冷蔵庫、冷凍庫は、荷さ

ばき所と一体的に整備することにより高度な衛生管理に資するわけでございます。 

 また、フォークリフトの通行帯をしっかり設ける、一番右に、衛生管理研修室・管理事務所、

荷さばき所、活魚用とあります。ここには古いビルが建っており、通称漁港ビルですが、各社の

水産関係会社の事務所などがありましたが、それも合わせて取り壊し、全体的に配置計画を見直

す中で、活魚用の荷さばき施設を跡地に設けようとの話も加わり、面積だけではなく、施設の増

設も必要であるということです。 

 次のページ変更点の２、荷さばき所を増設することに伴って、現在ある上屋、道路を移設し整

備するイメージ図でございます。 

 具体的には、７号上屋、９号上屋とプレハブ冷凍庫の撤去、そして道路のつけ回しをします。 

 変更点の３番目、11ページでございます。電動フォークリフトですとか、いろいろな電気需要

が生じてまいります。そのために太陽光パネルを設置しまして、エコ化を図る計画に変更してい

ます。 

 変更点４番目でございます。耐震強化岸壁の背後地につきまして、用地の液状化対策と道路の

液状化対策を整備する変更でございます。 

 次のページ費用対効果分析結果は、事業費、Ｂ／Ｃ、変更前、変更後の対照表でございます。

変更前Ｂ／Ｃは2.02という値が変更後では1.40でございます。 

 次のページ便益分析結果については、便益の算定根拠について少し細かくご説明を差し上げま

す。１番目、水産物生産コストの削減効果ですけれども、荷さばき所と少し離れたところに氷の

施設がありました。荷さばき所に毎回トラックで運搬する必要がありました。それを荷さばき所

と一体的に整備することにより、運搬にかかる時間短縮効果があることから、便益として認めて

おります。 

 次のページで、②でございます。これも考え方は同じですが、離れたところに水産物を立て替

える出荷準備作業をする施設があり、一回運んで立て替えて出荷していたわけですけれども、整

備後は一体的にできますので、同様の運搬作業時間が軽減されるということでございます。 

 続いて、③でございます。冷凍冷蔵庫も離れた位置にありまして、休場日、セリを待つ時間に

冷凍冷蔵庫に一次保管するわけですが、離れた場所から一体的に整備をしますと、運搬の作業時

間が軽減されるということでございます。 
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 ④につきましては、太陽光パネルをつけることによる電力消費の削減効果でございます。 

 続きまして、漁獲物付加価値化の効果は従前から見てございますけれども、衛生管理をしっか

りやることによる、魚に対する付加価値化を効果とし、水揚げ金額の５％が効果であるというこ

とで算出しております。 

 続きまして、生命・財産保全・防御効果でございます。南風泊地区の荷さばき所を撤去しまし

て、新たに岸壁を少し前出しして、その上に新たな荷さばき所をつくる計画でございます。岸壁

を前出しする際に、岸壁自体を耐震強化岸壁に整備することでございます。地震が発生しても安

定を保つことで、震災のときの追加的な復旧費用の負担を回避できる効果を見込んでおります。 

 続きまして、次のページ避難、救助、災害対策効果でございます。耐震強化岸壁がない場合と

ある場合で緊急物資を運ぶのに耐震強化岸壁がない場合は、大型ヘリコプター、近傍の港湾から

迂回輸送が必要になるわけですが、耐震岸壁であると直接運べるようになる。輸送費用の削減効

果を見込んでおります。総合しまして、Ｂ／Ｃが1.4でございます。 

 駆け足になりましたけれども、以上でございます。 

（岡安座長） ただいまの下関地区につきまして、ご質問、ご意見がございましたらよろしくお

願いいたします。 

（中村委員） 

 最後20ページの便益の算定で、生命・財産保全・防御効果が算出されていますけれども、19ペ

ージは基本的にフローに対する評価です。コスト削減あるいは付加価値はフローです、最後の算

定根拠がストックに対する効果です、そもそもストックとフローは別々に算定しないといけない。

便益の算定根拠にストックを入れるのであれば、フロー換算をしますが、取扱いについてのきま

りはありますか。費用対効果の問題なので。 

 例えば産業連関分析の経済効果はフローの効果ですけれども。ストックの効果は例えば道路を

整備したり、あるいは設備を更新したり、人々が技術を身につけて、それがフローになって出て

くることがストック評価ですので、ストックとフローは違います。この場合、片方はフローが１

年間で、片方はストックでずっと続くのであれば、ストックはどこかで年次換算にしておくか、

逆に言うとストックで評価するのであれば、フローをずっと積み上げていく場合は割引計算しま

す。そもそも費用対効果は、換算することを考えて算定しているのかと思いました。 

 計算結果だけだと、一瞬ではわからないのですが、経済学を学んでいると経済政策の効果に関

心があるものですから。 

（計画課長）ストック計算になっています。 
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（中村委員） 

 ストックバリューとフローと合算すると、ストックは未来永劫まで続く、例えばマンションで

5,000万円というのはストックですけれども、マンションのフローというのは家賃になるので、

全部がストック計算されているのであれば、ほかの付加価値の場合もずっとストック化されてい

るのであれば大丈夫ですけれども。 

（計画課計画班課長補佐） 

 かかるであろう費用を単純にオンしているということではなくて、発生確率を考慮して入れて

いるということ。 

（中村委員） 

 １対１ですね。逆にこちらがストックの評価であれば、前のほうの便益がずっと未来永劫まで

ディスカウントして、ストック換算しているのであれば、僕は、それはそれで整合的だと思いま

すが。 

（計画課長） 14ページ便益分析結果に、実際の金額を入れてありますけれども、生命・財産保

全・防御効果が520万円の、Ｂ／Ｃが1.4の表です。マニュアルどおりであれば発生確率をかけま

すので、年間ですと520万円ということで、非常に小さい金額になります。 

（中村委員） 

 期待値ですから、頻繁に災害が起きたらたまったもんじゃないですからね。 

（計画課計画官） 

 補足させていただきますと、耐震強化岸壁の整備時における、整備後の期待される便益ですが、

整備しないwithout時は壊れてしまうので、withとwithoutとの差は災害が生じたときに復旧され

る費用の差がwithとwithoutの差だろうと。おっしゃるとおりこれはストックだと思っています。

あとはこれに地震が発生する確率として、レベル２規模の大きな地震を想定するわけですので、

毎年発生確率が異なる。この場合においては、たしかレベル２地震動は500分の１で、構造物の

設計がなされるのが普通ですので、１年目でこの整備をすることによって、耐震強化岸壁がある

ことによって発生する確率が求まる。２年目はまた違う確率がある。１年目は地震が起こらなく

て２年目に起こる確率は別に求まるわけです。それをまた掛ける、３年目以降同様に繰り返すこ

とによって、便益を積み上げていくと。 

 20ページに供用開始初年度520万6,000円と書いてありますが、初年度の確率を掛ければ500万

円程度、当然２年目にあってはその確率を考慮して、それがどんどん変化していくので、それに

合わせて計上していくやり方をとっています。 
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（中村委員） 

 やり方はよくわかりました。発生期待確率でもってフロー化するのは、一つの手だと思います。 

 今の説明は理解できました。次に質問ですが、19ページの下の囲みです。前のページまでが費

用の削減効果です。基本的に経済学で考えると、付加価値＝費用です。衛生管理効果は付加価値

のプラス効果ということ。水揚げ金額に衛生管理効果を５％乗じた金額を維持できるということ

です。つまり付加価値は基本的に販売金額から費用を引いた額、中間投入が付加価値になります

が、販売金額は単価×魚の数です。これは多分単価が維持できる。 

 その場合、この水揚金額は、売れた金額ですか。市場で売れていますか。売れた金額、市場価

格の中の５％、もしこれがなかったらその分結局単価が下がっているということですね。単価が

上がっている。これは非常に悩ましいところで、通常価格が上がると、生産者は便益を受けます

けれども、しかし上がった分、価格弾力性があり需要が減ります。様々なやりとりが折り合わさ

って水揚金額が出ていますので価格は、衛生管理をやっていないのでマイナス５％、９割５歩の

値段だったけれども、ある値段があって維持し価格が高くなった。でも消費者からすると高くな

ったものに対しては、絶対に需要は落ちてしまうわけなので、様々な要因が混ぜ合わさっている

わけです。 

 それを合算した効果になっているので、本来、ミクロ的に考えると単価で調整して、価格が上

がって生産者の余剰がこれだけ増えるけれども、実はその分、市場で販売量が減るかもしれない、

価格が上がるから。その減って価格が上がった分のトータルとしてこの水揚げ量が出てくる。 

 実はそれを集計したときの内訳として、これが５％になっている。そういう論理を展開すると

非常にすっきりするのですが。難しいですね。 

 つまり付加価値が上がるのは、基本的に魚価が、例えば１匹300円が350円になるのは、値段が

上がるわけですね、消費者からすると、そうじゃないですか。下がるのが維持できていますか。 

（計画課計画班課長補佐） 後者です。 

（計画課長） 

 ただ市場の中で、そこは品質がいいものですから、これに対して、品質が悪ければ95円かもし

れないけれども、品質がいいものだから100円で買うよと。 

（中村委員） それはディートですね。 

（計画課長） 

 ５％アップになって。ですから、消費者にとってはいいものを買える。消費者のところにいい

ものが流通することになります。生産者としても丁寧に魚を扱いますから、また衛生管理に気を
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つけて扱いますから、95円が100円で売れるわけですね。 

（中村委員） 

 セリをやったときの生産者とそのセリに来る人がいて、そのセリに来る人が消費者だと考える

のか、あるいは消費者の代表と考えるのか、あるいは消費者と生産者の間の卸として考えるのか

によって便益の帰着が変わってきます。本来の費用対効果を考えるところで、水産業の場合は非

常に難しいです。道路とかそういうのに比べてね。それは確かだと思います。 

（計画課長） 

 高く売れればいいというものではなくて、消費者のニーズを見て、この市場で卸、仲買がいる

わけです。価格と品質が見合いのものと考えるのかなと思います。 

（中村委員） 

 結果これだけ売れたわけなので、だから仲買の人は、結局彼らは供給者である、と同時に需要

者を見ているので、立場が難しくて、それで高い値段をオファーされたものに対してビッドする

ことは、それだけの価値があると今度彼が売るときに、それを卸すときに売れると思っているわ

けですよね。 

（計画課長） それは品質がいいからですね。 

（中村委員） 

 しかし、それで売れた結果ですけれども、実はそれによって価格が上がると、一般的に言って

需要が下がる。だから非常に悩ましくて、費用対効果分析の大きな問題点は、品質、変化を扱う

ことができていないのです。 

 つまりそういった場合には、同じ魚でもいわゆるアジとノドグロと違うので、品質が変わるも

のは違う材として扱わないといけないです。同じ材で扱うからどうしても高くなると需要が減る

でしょうというロジックになりますが、そうではなくて品質が差別化されている。 

 要するに、ブランドもののアジと普通のアジの違い、ということはフグＡとフグＢと分けて評

価しないといけないです。このように変わるものは。だから、今までのフグが出てきたのではな

くて、違うフグが出てきたと違う材として考える。 

 このようなものはものすごくたくさんあって、簡単に言えば、スーパーに行ってパンを見た場

合、同じ食パンでも値段が違うのは、多分イースト菌、酵母菌の使い方によって違うと思います。

それは同じものとしているのではなくて、高いから買うのは品質が違うから買える、違う材です。 

 だから、ストックというかこういったものを評価するときには、例えば岸壁とかを整備して、

売るものの値段が上がるのは材が変わったというふうに扱わないと、きっちりと理屈をつめると
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きに、それをやったほうがいいかなという気がします。 

 この衛生管理効果は５％を乗じた金額、ちょっとざっくりしているなと、仕方ないけれども、

何で５％、消費者の５％かなと思ったぐらいで。 

（計画課長） 数字自体は、市場の調査結果から取引においては概ね５％という価値があると出

てきた数字です。 

（中村委員） 

 この場合、これは効果もここには入っていないので大丈夫ですけれども、こういうふうに費用

が削減されて魚価が上がってたくさん売れてということは、主体として便益は、この漁業者に帰

着するのですか。 

（計画課計画班課長補佐） 費用対効果分析上、漁業者です。 

（中村委員） 

 そうすると漁業者が個人と法人では、まったく変わってきて、企業形態である場合は雇用者所

得になりますが、個人営業の場合は事業者所得になりますので、帰着が変わってきます。要する

に、ここの最終的に働いている人のところへ行くのであれば、その人の賃金、所得が上がること

になりますか、最終的に高値で売れて、コストを削減すると万々歳ですよね。 

 すみません、細かいことを聞きました。時間を費やしてしまいました。 

（岡安座長） 

 考えるところがまだあるという全般的なお話と思いますが、ご指摘をいただいたと思います。

整備事業はまだこれから続きますので、ぜひ考えていただければと思います。 

 ほかになければ次に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

（古屋委員） 

 15ページ水産物生産コストの削減効果ですけれども、製氷設備の整備後のことを教えてもらい

たいのですが、整備前は使うところにトラックに積み込み運んでいた。そのときにトラックから

出した氷は人の手で配分していたのですか。それが整備後はどこからか給氷されるような仕組み

ができて、いろいろなところから出てくるような整備がされたということでしょうか。これだけ

見ているとよくわからないのですが。 

（計画課計画班課長補佐） そういう設計をしているということです。 

（古屋委員） 

 作業時間が短縮されることも効果としてはある、それに加えて、例えば作業をする人の安全性

が高まるという効果もこういう場合はあると思います。実際に既にでき上がっている大船渡の市
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場を見に行くと、氷を扱うときの作業する人の安全性が確保されてきたということも聞いている

ので、そのような効果も表現していただけるといいと思いました。 

（岡安座長） では、次に移らせていただきたいと思います。 

 有明海東地区、ご説明をお願いします。 

（計画課計画官） 

 水産庁計画課の中西でございます。有明海東地区水産環境整備事業の期中評価のご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、２ページでございます。地区の特徴ですが、熊本県の赤く示した内湾の東部の海域でご

ざいます。左下に写真がございますとおり、干潟域が相当広がっているところでございまして、

海苔漁業、採貝漁等が盛んに行われている海域でございます。この地区は、今回含めて２回計画

変更することになっておりまして、まずは当初の計画はどのようなものだったかご説明いたしま

す。 

 当初の計画策定は平成23年４月でございます。当時は、熊本県水産業振興基本構想を掲げられ

まして、平成27年に県のアサリの生産量5,000トン、32年には7,000トンまでに持っていこうと考

えられております。当時あった統計の過去10年間の平均が4,300トンあまりとなって、27年の中

間年の差が650トンあまりとありますので、そのうちの有明海東地区という覆砂整備でアサリの

増産をしようということで、原単位として平米当たり468グラムの増産が見込めるという過去の

調査結果から概ね100ヘクタールを整備していこうという計画でございました。 

 覆砂整備のメカニズムですけれども、真ん中に、上から下に流れる図がございまして、泥が堆

積しておりますと、アサリの初期の生育にとってこういう泥は非常に厄介なものということが知

られております。泥を良質な砂に置き換えることによってアサリが着底して育っていくというも

のでございます。右側にある赤い点で示したところに砂を導入していく計画でございました。 

 第１回目の計画変更が平成24年12月に行われております。このときの背景といたしましては、

24年７月に九州北部豪雨という大規模な災害に見舞われまして、左側の図に示しているような菊

池川、白川、緑川の河口に大量の土砂が流れ込んで、アサリの生育を阻害したというものでござ

います。 

 当時の状況を写真に撮ったのが右でございます。人の体がすっぽりとなるくらい泥が堆積して

いるということで、こういう状態では自力では堆積土砂からアサリが上がってこられないという

生育環境の悪化がございました。 

 同じく北部豪雨による災害によりまして、白川の河口で海苔漁業が営まれていましたが、そこ
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の青い点線のところに澪がございまして、河川澪に陸上からの河川水が流下する経路となってい

たのですが、河川澪が埋塞することによって青い実線のような陸上の河川水が逸脱してしまう。

その先で海苔養殖が行われていたので、この淡水被害が生じていたという経緯がございました。 

 第１回が３年前に行われました計画変更の内容です。右側にございますように、まずはこうい

った堆積土砂を除去するための作れい工を追加する。これは澪を掘ることによって河川水の力を

借りて泥を自然に除去していく。潮汐の差、干満の差が非常に大きい場所でありますので、そう

いった海水の流れを利用して浮泥を飛ばしていこうというもので、作れい工を追加したというも

のでございます。 

 それから、加えて緑川、一番下の丸で囲ってあるあたりですけれども、ここに覆砂工をさらに

増工し、良質な砂を投入することによってアサリの生育を改善していこうというものでございま

した。 

 その後、事業が進められていましたけれども、まだまだアサリの生育環境が非常に悪いという

状況で、今回の変更の説明をさせていただきます。 

 底質の悪化の状況はこの写真にございますとおり、浮泥が堆積、あとは右側の写真にあります

ように、ホトトギス貝というものが大量に発生して、このホトトギス貝は覆砂の表面にかなり粘

着質の菌というか物体を出して、土粒子同士をくっつけてしまう。くっつけてしまうと、その下

にいるアサリが上がってこられない、あるいは下を嫌気性の状態にして、下層が悪化してしまう

という状況がかなり広範囲に広がっているということで、アサリの生産量自体が下のグラフに示

すとおり、21年からかなり落ち込んでいる状態ですけれども、今年の生産目標は5,000トンです

けれども、最終年の32年の7,000トンの増産を見越して、この状況を改善するためにさらに覆砂

の整備を増工したいというものでございます。 

 ８ページに具体的な内容を書いてあります。右側に底質環境を改善するためにさらに覆砂を増

工する。この整備箇所については地元の漁協に話を聞いて、あの場所を選定いたしまして、その

面積等を決定しております。 

 左側の図ですけれども、第１回の計画変更で説明したとおり、左上の図は、北部豪雨直後の浮

泥の堆積状況で、下の図が澪を掘った結果の図でございまして、白くなっているのがわかります

とおり、大体浮泥が取れましたが、丸で囲み示したあたりに残っているところがありますので、

ここは耕耘によって除去して元のいい漁場をつくっていこうという計画でございます。 

 ９ページが１回目の計画変更後と今回変更しようとしているものの差でありまして、今回の変

更では計画期間を５年に伸ばした上で、覆砂工を93ヘクタール、耕耘を35ヘクタール増工して、
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事業費も20億あまり増工して、アサリの生育環境改善を強力に推し進めていきたいというもので

ございます。 

 10ページはソフト施策との連携でございます。単に覆砂を投入するだけではなくて、覆砂を投

入してアサリの生育環境を改善するのが基礎的なところですけれども、その後もちゃんとアサリ

が着底して育っていくことが非常に大事であることから、左上のようなアサリの着底を促進する

基質の設置、それから左下のような人工種苗の中間育成、それから右上のようなホトトギス貝が

固い土をつくってしまうので、農機具で使われているトラクターを潮が引いたときに走らせれば、

ホトトギス貝が破れて、固さが解消されるということで、こういったメンテナンスを行っていく

ということでございます。 

 右下の図は、アサリを食害する生物のナルトビエイが近寄れないようにフェンスをはっていく

というソフト対策もあわせてやっていこうというものでございます。 

 11ページから便益の説明をさせていただきます。覆砂整備を行うことによるアサリの増産効果

ということ、これが四角囲みの上の段にあるように、漁場の整備面積に平米当たりのアサリの増

産量、産地でのアサリ単価と所得率を掛け合わせて算出するというもの。 

 それから、これも１回目の変更の中身でありましたけれども、海苔の生産が回復するという便

益、通常淡水被害で全くとれなかった海苔がとれるようになるという差を便益として計上してい

ます。 

 12ページが、２つ目の便益で、漁業外産業への効果でありまして、覆砂整備によって増産され

るアサリは仲買、運送業者、小売商を通じて消費者に届けられるということで、流通業者等に帰

属する便益を計上しています。便益算定式については、四角枠囲みの中のとおりでございます。

基本的には消費地価格と産地価格の差に付加価値率を個人企業経済調査というものから算出しま

して、それを乗じて計上してございます。 

 最後、13ページ目の便益でございます。自然環境保全修復効果です、漁場整備によってアサリ

が海水をろ過することによって有機物を体内に取り込む、それで水質の浄化を見ているというも

のでございます。アサリがＣＯＤを処理する量、それからその処理費用の年間経費を掛け合わせ

まして便益を計上しているものでございます。 

 最後、14ページでございます。以上のまとめでありまして、Ｂ／Ｃが1.35という結果になって

いるところでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 
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（岡安座長） 

 それでは、ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 最初に１つ教えていただきたい、九州北部豪雨の話が出てきて、生産が落ちたということです

けれども、生産高を見ると平成21年ぐらいから相当落ち込んでいます。このあたりは何か原因と

してわかっていることがありますか。 

（計画課計画官） 

 ７ページの図でございますけれども、21年あたりから右上にあるホトトギス貝の蔓延がかなり

広がっていたことが、当時からそうではないかということが言われていたのですけれども、九州

北部豪雨が起こる前後にやはりホトトギス貝の蔓延が原因であることが明確になってまいりまし

て、21年の減った、こういう結果が出た翌年あたりでは、原因がよくわからなかったところです

が、このホトトギス貝だと判明したのが計画策定時直前であったというところでございます。 

 25年の北部豪雨、さらに追い打ちをかけて漁業生産に悪影響を与えている状況にございます。 

（岡安座長） ほかにお気づきの点等はございますか。 

（安永委員） 

 全般的に計画についてはこれで大変よろしいかなと思います。１点確認させていただきたいの

が３ページで、覆砂面積の算定に当たって既存の漁場での平米当たりの生産量が基準とされてい

ます。関連データがなければやむを得ないですが、この生産量ですと劣化している状況の漁場の

生産量が基礎になっているような感がします。覆砂をするということは、劣化、悪化していた干

潟のアサリ漁場の環境条件を向上させるということですので、もし事業データ等があれば、覆砂

による漁場での生産量に置き換えられれば、生産効率の数値を高められるのではないでしょうか。 

 それから、あとは副次的なことですが、覆砂による着底稚貝の増産が期待されているわけです

けれども、その種場では、この漁場で産み出された卵からの着底稚貝を期待するということなの

か、わかったら教えていただきたいのですが。 

（計画課計画官） 

 まず、１点目のご指摘については、ちょっと確認させていただきます。 

 あとは着底稚貝の増産の効果、母貝の発生地ですけれども、一般的に稚貝の発生ですと、今、

前に映っている画面ですと、宇土市のちょっと北側のこの赤く示している緑川の河口あたりが母

貝の発生地ではないかということが地元で言われております。先ほどソフト対策をいろいろ説明

させていただきましたけれども、この緑川で漁業しておられる方も自主的に休漁しておりまして、

産卵をする際には資源をとらないといった取組もあわせて行われているということでございます。 
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（安永委員） 

 その知見に触れていただいたほうが、事業の流れを理解する上ではよろしいのではないかと思

います。 

（計画課計画官） わかりました。 

（岡安座長） 

 ほかにございますか。 

 それでは、先に進めさせていただくということで、次は事後評価の２つ、青森県の田野沢地区

と富山県の滑川地区です。こちらも１つずつ説明していただくということで、漁村総合整備事業

の青森県の田野沢地区の説明をお願いいたします。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 順番を入れ替えさせていただきます。 

（岡安座長） では、先に滑川から先にご説明をお願いいたします。 

（防災漁村課海岸班補佐） 

 海岸担当の米山です。 

 海岸関係の事業評価としましては、事後評価が６件ございます。先ほど選定の説明がありまし

たけれども、事業費の大きい滑川海岸についてご説明させていただきます。 

 ６件のうち４件が浸食、２件が環境事業という構成になっておりまして、４件の浸食対策事業、

ほぼ日本海側で同様の地域の対策を講じておりますので、滑川海岸で代表した評価のご説明にな

ると考えております。 

 滑川漁港は、富山湾の北東に位置しております。砂浜があったところでございます。背後地に

は漁村集落、農地、最近では道の駅などがあって観光客で賑わっているところでございます。 

 事業の目的がスライドの左下に書いてございます。波浪等によって浸食が顕著に見られたこと

で緩傾斜護岸、離岸堤等を整備して、背後の財産を防護することを目的としております。 

 滑川漁港の概況でございますけれども、漁業者が200人弱で、船の利用は40数隻、水揚げ量は

1,000トン弱、金額にしますと4.5億円程度で、ホタルイカ等々が主な魚種として挙げられます。

漁業種類は定置網というような形の地域でございます。 

 事業の概要でございますけれども、事業主体が富山県で、真ん中の広い写真を見てわかります

とおり、青い線が緩傾斜護岸であり、滑川漁港を左右に挟んで３キロを整備したものでございま

す。 

 護岸の上に、海側に黄色い横線が入っておりますが、離岸堤であり総延長で２キロ強の整備を

したものでございます。事業費は約88億円でございます。事業期間は昭和44年から平成20年まで
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40年間かけて整備を進めてきたものでございます。 

 下に写真が３枚ございます。左側が集落のある地域で緩傾斜護岸を整備しておりまして、親水

性を高めた整備を行っております。中央、漁港の左側に道の駅と書いてございます。ウェーブパ

ークなめりかわという道の駅がございまして、ホタルイカミュージアムと深層水も取水しており

まして、タラソピア等の施設もあり、観光客がかなり来ている場所がございます。右側に農地が

広く形成されているのが特徴でございます。 

 事業の事後評価ですので整備後の写真が一番わかりやすいと思います。緩傾斜護岸で人が歩い

て海に行ける状況と沖合に離岸堤、ブロックを置いて、その間に少ないですけれども、砂をため

て浸食を防護しようという事業でございます。 

 整備の手順ですが、40年間整備してきたということで、ざっくり申し上げますと左側が初期の

期間で整備しており、背後集落が多い地域を先に整備して土地、家屋等を守って、その後平成元

年以降、右側の地区を整備してきたものでございます。 

 続いて、評価でございます。浸食の防護効果を算定しております。写真を２枚比較しておりま

す。６年間の差を設けております航空写真です。非常にわかりにくくて恐縮ですけれども、これ

を分析しますと年間平均で当時マイナス２メートルの浸食傾向が見られるということがわかりま

した。そこからこのまま２メートル進むとどのような損失があるのかということを評価して、被

害軽減額の算出をしております。 

 下の式に、土地が削られて減る効果、一般資産、先ほどの右側にあった農地、公共土木施設

等々の被害額を統計データから算出しまして、年間5.35億円の損失を防ぐ効果になっております。 

 その事業評価の結果、Ｂ／Ｃで1.11になっております。今回のマニュアルに沿って評価してお

りまして、先ほどの道の駅等々の経済効果は特に考えていないというものでございます。 

 その費用対効果分析結果を総括表に掲げさせていただいております。事業費が繰り返しですけ

れども88億円、整備期間が平成20年までの40年間、便益等々で最後Ｂ／Ｃが1.11ということでご

ざいます。 

 最後、総合評価ということで、事後評価書の最後の文章を掲げさせていただいておりますけれ

ども、読み上げさせていただきますと、冬季風浪などによる海岸浸食の防止を図るために緩傾斜

護岸等を整備し、背後地の家屋、公共施設等の財産を防護することを目的として事業を進めまし

て、整備後、海岸浸食が止まったと、少しですけれども、砂浜が形成されている状況がございま

す。Ｂ／Ｃも1.0を超えており、経済効果についても確認されているということで、最後になり

ますけれども地域住民の財産や公共施設等の被害の防止が図られていることから、事業の一定効
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果の発現がされているという評価をさせていただいております。 

 簡単ですけれども、説明は以上でございます。 

（岡安座長） 

 ただいまの説明、滑川につきまして、ご質問、ご意見、お気づきの点がありましたら、よろし

くお願いいたします。 

（中村委員） 

 直接評価とは関係ないですけれども、道の駅の写真がありますが、何を売っていますか。わか

りますか。道の駅は大体、地域の特産品とか売っていますが、何かなと思って。 

（防災漁村課海岸班補佐） 

 こちらは道の駅でございまして、先ほど申し上げましたとおりホタルイカのミュージアム、深

層水体験施設もございまして、地場でとれた魚介類や先ほど田畑がありましたけれども、野菜

等々が売られていると聞いております。おみやげ製品も、ホタルイカの加工品をつくったり、先

ほど漁獲量は少ないですけれども、カニもありますので、そういうものを加工したりしており、

農産品ですとコシヒカリ、サトイモ、リンゴ等々が販売されているようです。 

（岡安座長） 

 ほかにございますか。 

 それでは、先に進めさせていただきます。後で何かあれば、ご質問をいただくということで、

青森県田野沢地区漁港漁村総合整備事業の事後評価の説明をよろしくお願いいたします。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 防災漁村課の田村です。座って失礼します。 

 事後評価で、漁業集落環境整備事業でございます。漁港漁村総合整備事業で、今回事後評価が

２件ございます。２件のうち、青森県田野沢地区についてご説明させていただきます。 

 細かい資料は完了後の評価書の整理番号29番でございます。パワーポイントは概要をまとめて

おりますので、両方を見ながらお聞きいただければと思います。 

 田野沢地区ですけれども、青森県の深浦町にございます。事業主体は深浦町です。事業費は19

億4,100万円。事業期間は、平成13年度から21年度まで実施いたしました。 

 事業の内容ですが、事業概要図の航空写真に記載してありますとおり、山手にある緑地広場か

ら漁港までをつなぐ漁業集落道を約270メートル整備しました。また、当該地区は上水道が未整

備でしたので、水産飲雑用水の送水管を整備しております。それから、今度は汚水処理になりま

すけれども、漁業集落排水施設として排水管及び終末処理場を整備しました。 
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 さらに、当該地区にはイベントや集会等に利用できる広場がございませんでしたので、集落道

の山側のところに緑地広場の整備を行っております。また、防災安全施設として、消火栓、これ

は送水管に沿った形で黄色いマークで記載しておりますけれども、消火栓の設置をしております。

整備の内容は以上です。 

 地区の特徴と事業の目的です。地区の特徴としては、こちらの地区は国道101号線に沿い、先

ほどの航空写真にありますとおり東西に広がっております。津軽国定公園に指定された区域に入

っておりまして、JR五能線など、県内外からの観光客も多いということで、集落の環境整備を図

る必要のあった地区でした。 

 事業目的は、飲雑用水についてはもともと上水が未普及でしたので、従来は飲料水について個

人の井戸や湧水を使用しておりました。そのため水位が低下したときには渇水が起こりまして、

給水車がやってきて、夏場など年数回、給水をするという状況でした。そのため安定した給水を

確保するため、飲雑用水の整備を行いました。 

 また、漁業利用のためにも、こちらの地区はアワビやウニの採介藻、定置網ではイカ、底曳き

ではヒラメなどが漁獲されますが、漁獲物の洗浄などにも従来は港外から水を取水して使ってい

ましたけれども、水産飲雑用水の整備を行うことによって、漁業用に利用できる給水も可能にな

りました。 

 排水については生活環境の改善を図るということで、それまでは汲取り等を行っていましたが、

そういった環境の改善を図るものです。 

 それから、集落道、広場、防災安全施設については、後ほど写真がございますが、従前は道路

の幅員が狭く車両の交通ができませんでした。漁業用資材を運ぶために軽トラック等が必要です

けれども、通れなかったために、一輪車を引っ張って、２人で押して運んでいたそうです。そう

したところが解消されました。 

 また、緑地広場は山の高台にありますけれども、これまで他地区の広場を利用し、夏祭りや集

会などを行っていたため、当地区に緑地広場を整備することにより、そうした移動が必要なくな

るとともに、災害時に避難地としても利用可能な防災空地を確保することにより、安全で良好な

環境整備を行っております。 

 便益の算定です。便益については大きく４項目ございます。最初の１つ目が水産物の生産コス

トの削減です。集落道を整備することによって、軽トラック等で漁具等を運搬することが可能に

なりましたので、運搬時間の短縮が図られました。また、集落排水施設を整備したことにより、

ウニやアワビ等の水産物、漁獲物の洗浄海水を運んで来る時間が減りました。 
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 ２点目が、生活環境の改善ですが、集落道整備に伴って、約50世帯の方々の通行の時間の短縮

が図られる便益を計上しております。 

 それから、水洗化、衛生環境の改善によって、従来は汲取り等を行ったり、側溝の整備をした

りしていた時間や費用が削減されております。 

 緑地広場の整備に関しては、これまでは夏や冬、年に何回かある集会や外で行うイベント等の

際に、他地区の広場まで移動して行っておりましたが、当該地区で広場を整備したことによって、

移動短縮時間を計上しています。 

 ３点目は、防火水槽を整備することによる防災、安全効果、４点目は水質環境の保全というこ

とで、従来は河川から生活排水が流されていましたが、改善されることにより水質の保全が図ら

れました。 

 以上の便益を計算いたしまして、Ｂ／Ｃは事後の段階で、1.14となっております。なお、世帯

の数などが事業開始時よりも若干減っておりますが、Ｂ／Ｃに関しては、期中の段階と大きく変

化しておりません。 

 次は整備前、整備後の写真の比較です。集落道は先ほど申し上げましたとおり、一輪車同士し

か通れなかったところが、車両の通行が可能になっています。あわせて消火栓を右下の写真のよ

うに設置しております。 

 排水施設に関しましては、終末処理場が整備されました。世帯の130世帯を対象に供用が開始

されています。緑地広場も、写真のとおり広場が利用されています。 

 以上をもちまして、当初想定していた整備はすべて完了しておりまして、事業効果の発現が認

められると考えております。以上です。 

（岡安座長） 

 ただいまの説明につきまして、お気づきの点、ご質問、ご意見があればお願いします。 

（安永委員） 

 概ね理解したつもりですけれども、教えていただきたいのが便益の算定内容で、生活環境の改

善効果の小項目で、集落道整備に伴う生活の利便性の向上が挙げられていますけれども、具体的

にはどのように便益として算定することになりますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 従来は軽トラックが対抗できる道幅がなく、通行車両は待避場で待って通らなければならなか

ったので、待避場での待避時間の削減を見ています。 

（安永委員） 
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 ４番の水質保全効果で、水質が改善されるということですが、便益の基準は何になりますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 こちらは、排水処理を行わずに、生活排水が港外に出ていましたので、その１人１日当たりの

汚泥量をもとに年間の発生汚泥量でそれを仮に浚渫する。 

（安永委員） 浚渫経費ですか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） それで算定しております。あとその処分費も含めております。 

（安永委員） 浄化施設の経費ではなくて。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 はい。出てしまったものを取らないといけないということでございます。 

（岡安座長） ほかにございますか。 

（中村委員） 

 今のことに関連して、写真にもあって、緑地広場があります。ビフォーアフターがあって、そ

の効果が２種類あって、緑地広場の整備による移動時間短縮ともう一つは、貨幣換算が難しいと

いうことですけれども、コミュニティや潤いの向上効果、算定することができる、できないは別

として、この広場ができたことによる移動短縮とは、何の移動短縮、広場ができて移動が短縮す

るのは、イメージがわかないのと、２つ目は緑地広場ができて、コミュニティや潤いは本当に向

上しているのですか。あまり使われてないような気がするのですけれども。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 まず、移動短縮につきましては、夏場と地域で何か寄合いなどがある際に、他地区の広場に移

動して、そこで集会、イベントを行っていたそうです。他地区は隣の地区ですけれども、他地区

まで行く時間の短縮を見ております。 

 潤いのある便益につきましては、こうしたビフォーの写真は非常にうっそうとした状況でした

が、あずまやみたいなものもありまして、普段、人がいることはあまりないですが、何か集会を

行う際にはこちらを使えることができる状況でございます。 

（中村委員） 

 あまり活用されているようには思えないけど、見る限りでは従前よりはすっきりしていますけ

どね。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 日本海側で、冬場はなかなか厳しいですけれども、夏場は、イカ祭りをやり、地元のイベント

の際にはここで。 
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（中村委員） 

 もう一つ前の写真で、集落からは距離的には大分近いですか、そうでもないですか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 隣の集落からの移動時間は、約５キロから10キロぐらいです。 

（中村委員） そこそこありますね。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 航空写真で見てわかりますとおり、かたまった集落で、山を越えて隣までという状況です。 

（中村委員） これは上の漁業集落に赤い鳥居がありますね。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 漁村地域にはよく神社があって、そういったものを残して集落道を通しています。 

（中村委員） ＪＲが通っていますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） はい、五能線です。 

（中村委員） 観光路線ですね。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 最近増えております。 

（古屋委員） 

 この水道が整備される前は、井戸とか湧水を使用していたということだったので、住民の方々

は無料で飲料水とかは使えたということですか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） はい。 

（古屋委員） 

 これが整備された後、町が水道事業を運営して水道料金を徴収していくことになりますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） そうですね。 

（古屋委員） 

 その払う水道料金の分は、維持管理費とかと町の会計になると思いますけれども、水道料金も

含まれていますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 含まれていません。整備をする整備費と上水に関しては、年間10日ぐらい給水車が来ていた実

績がありまして、給水車が来なくてよくなった便益を計上しています。料金収入は、今後の維持

管理費で運営していくことになります。 

（古屋委員） 

 50世帯ということですけれども、これぐらいの規模の集落だと、給水管とかポンプ場とか、そ
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ういう設備をつくるのと、逆に現状で井戸を使って、あるいは各家に給水タンクみたいなものを

置いて、給水車で常に運ぶのと、長い目で見たときに、どちらがいいのか。これから人口は確実

に減っていくでしょうし、地形を見ると横に長く集落が道路に沿ってあります。１カ所にある程

度まとまって住んでいれば整備とかかかる費用は結構割安になると思いますけれども、このよう

に分散して暮らしているところで、設備投資をして、例えば50年後を考えたときに、維持管理や

水道の運営を考慮してどちらがいいだろうか，という議論も今後は必要ではないかと私は思って

いますけれども、これは事後評価なのでいいですけれども、どう思われますか。 

（防災漁村課環境整備班補佐） 

 非常に難しい問題だと思います。今後の維持管理に関しては、漁業集落環境整備事業について

も長寿命化計画と保全、修繕の計画を立てて、50年間なら50年間で町がいつのタイミングで施設

の更新をしたり、補修をしたり、こういったポンプ関係は耐用年数が短いので、腐食したりしま

すので、漁港施設などに比べて更新の時期が早いという、今、古屋先生がおっしゃられた更新コ

ストがかかるという問題については、超寿命化計画を立てて適切な維持向上を図っていくとしま

す。 

 また、利用者の減につきましては、田野沢地区は大きく減ってはおりませんが、例えば他地区

で漁業者が減って、あるいは高齢化で集落の人口が減った、集落排水施設を整備したけれども、

単独で漁集排を維持することが難しい場合には、ほかの公共下水に接続してまとめるとか、あと

はやはり合併浄化槽にするとか、そういった地区がありますので、全体で利用計画を見直すとい

うことも全くないわけではありませんが、当該地区においては、漁業規模も一定程度ありますし、

集落できちんと施設を維持できると考えています。 

（岡安座長） 

 ほかに特にないようでしたら、よろしいでしょうか。 

 一応、これで事前、期中、事後の評価が５つ終了しましたが、全体を通して何かあればお伺い

します。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、議題２、水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討について、説明をいた

だけますでしょうか。 

（計画課計画官） 

 資料５がお手元にあるかと思います。水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討でございま

す。この中身につきましては、昨年も今後も引き続いて検討するということで、ご紹介させてい

ただいたものでございます。 
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 資料の２ページ目をご覧ください。検討の背景としまして、昨年お配りしたものと同じですけ

れども、平成22年より漁場整備に当たっては、これまで単独で魚礁とかを整備していましたけれ

ども、もっと広域的な視点に立って整備するべきという視点を取り入れた水産環境整備を実施し

ているところでございます。 

 今まで、評価手法は個別施設の積上げで評価しておりました。具体的には、魚礁を整備すれば

１空立米当たりの魚礁の増産量をただ単純に積み上げていく。海域全体を俯瞰した評価をどのよ

うにやっていくべきかという課題が残っています、この１年間、研究を積み重ねまして、新たな

評価の基本的な考え方、手法について内容をご紹介させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。水産環境整備でございます。 

 今回、ご提案させていただく内容は、広く一般的にも通じる概念と考えています。一般的に漁

場整備を実施すると、２の新たな評価の基本的考え方の写真のとおり付着生物として、カキ類、

ホヤ類、ゴカイ類などがつきます、一部のマガキとか、一部のホヤは食べられません。食べられ

ないカキとかホヤが圧倒的に多くて食用にならないものがどのように評価足り得るかという課題

があります。 

 海中に設置するとゴカイ類も増殖するということで、魚礁を設置することによって、海底の中

の流速が早まることによって、砂質的な環境になりまして、砂質環境を好むゴカイが集まってく

る。ゴカイに至っては魚のエサになることで、ひいては漁獲になって、我々の消費に回ってくる

ものでございます。魚礁のような構造物設置に起因して増加する生物資源はゴカイのように食物

連鎖を通じて、利用される資源、それからカキ、ホヤのように、直接には利用されないものもそ

の存在自体が海域の生態系を支えているという２つに分かれるのではないかと考察いたしました。 

 ４ページでございます。下の三角形の絵がございます。withとwithoutの関係からいいますと、

without時、すなわち整備しないと新たな生物の循環は生まれないだろう。整備後の生態系ピラ

ミッドの絵で書いているのは、with時を想定して、その生物が増えることによって３つの流れが

できるだろうということでございます。 

 まず、①としまして、下の図の茶色の矢印です、毎年生産される利用資源、先ほどのゴカイに

なります、食物連鎖の上位の魚に食べられていく。それで漁獲対象資源が増加していくフロー効

果でございます。従来から評価対象としていたところでございます。 

 ②としまして、先ほどのカキやホヤになります、いわゆる食物連鎖の上の魚も食べない動植物

である未利用資源が、何らかの生態系を支える存在的な資源としての評価もあり得るだろうとい

う、これはストックとフローということを考えています。フローについては寿命が尽きて死骸が
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分解される、灰色の矢印です。それがデトリタスとなって再び生態系に循環していくものでござ

います。 

 ②の灰色については、説明はいたしますけれども、やはりまだモデル化であり、評価の仕方に

ついては、まだまだ勉強を積み重ねるべきだろうと思いまして、今回は概略の説明のみとさせて

いただきます。 

 新たに提案したいのは③で、現存する生物資源、フローにはしませんけれども、構造物の表面

に固定し続ける、すなわち海水中から、チッソ、リン、そういったものを体内に固定して水質の

環境の改善に資するストック効果があるのではないかということで、青色で示させていただいて

いるとおり、右下に表示しています生物現存量、入れ替わりがあります、長期にわたって環境中

に存在し続ける生物量が藻場においては、藻が生えることによって、チッソ、リンの除去の効果

を評価対象としてみていましたけれども、水質浄化という観点では同じように扱えるのではない

かと考察しております。 

 ５ページでございます。新たな評価手法について具体的にどうするかという概念になりますけ

れども、下の図の三角形の青色がゴカイなどの食べられる資源は、これまでの評価対象であった

領域。今回、新たに提案したいのは赤の点線で囲いました現存量についてです。上の説明文にあ

りますけれども、環境中に生物体として現存し続ける量を諸元とし、物質を長期に固定し続ける

状態として、物質を除去するものとして評価可能ではないかということ。既存の藻場、干潟の水

質浄化、効果と同じ考え方ではないか。ただし、現存量は一定期間での平衡状態を考えますので、

毎年便益を生み出すものではなくて、１回のみ、毎年のフロー効果ではないものとして計測して

はどうかというものでございます。 

 ６ページ、７ページは、具体的にガイドラインをどのように変えるのかについてです。赤い字

が今回ご説明させていただく内容です。自然環境保全修復効果の文章中に新たに追加するものと

して、藻場、干潟の造成による水質浄化という並びで魚礁等の構造物の設置に伴い増加する生物

資源が体内へ物質を取り込むことによる水質浄化もあわせて追記するとともに、最後のページで、

先ほど説明した内容をガイドラインに追記し運用してはどうかと考えているところでございます。 

 説明は、以上でございます。 

（岡安座長） 

 ちょっと難しい話も入っているかなと思います。まず、ご質問、ご意見等がありましたらよろ

しくお願いいたします。 

（中村委員） 
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 金銭換算するところは、整備しなかったときの下水道の処理費用でとるのは、そのとおりだと

思います。あとはなかなか、もうひとつイメージがわかないというか、慣れていないのかわかり

ませんけれども、どのように貨幣換算評価するのかと大変難しい課題だという気がします。 

 次のスライドをお願いします。最初のやつです。それです。 

 漁獲量で評価する場合、単位はトンですか、それとも額にしますか。 

（計画課計画官） 

 ゴカイのようなエサ生物を魚が食べて、魚が肉となる計数がわかっておりますので、魚の重量

がまず出ます。そこから釣られずに残る連中もいますので、釣られる率という漁獲率を掛けて、

魚の重さを出しまして、そこから産地価格を乗じて便益にしているところでございます。 

（中村委員） 

 最後の便益にするのは、何を掛けると言われましたか。 

 なるほど。産地価格が下がったときはどうなりますか。 

（計画課計画官） 便益も一緒に下がることになります。 

（中村委員） 

 要するに、整備したことによって、魚がたくさんとれるようになったことと、価格は市場価格

なので、基本的には魚の質が変わらなければ、自分で決めるわけにはいかないですね。そうする

と、評価としては要するに固定価格で評価したときが、市場の理由でこれだけ減じていると書い

たほうがいいと思います。 

 例えば、内部的な漁獲量が増えても、外部的なメカニズムの要因で価格が下がっているのは別

にここでの問題ではありません。だから、相対として価格が変化したときに、単価×漁獲量で総

額の水揚額が変化したときに、やはり要因として分解したほうがいい気がします。市場要因と内

部的な努力による要因です。下がったときのプロテクトでなくていいと思います。 

（計画課計画官） 

 産地価格については、当然実態に応じて過去の実績、数年分を平均するのは通例でありますけ

れども。そういう形で評価させていただいております。 

（中村委員） ２番のエサの価値は。 

（計画課計画官）  

 ２番は書かせていただいていますけれども、モデル化がよく……。 

（中村委員） これは基本的な廃棄物ですね、もともとが。 

（計画課計画官） 
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 はい、そういうものが、死んでデトリタスとなり、栄養となってというところが……。 

（中村委員） 

 それは非常に難しい。負の経済価値を持っているのがプラスに変わるのは、かなり思い切った

ことをやらないとモデル的に。 

（計画課計画官） 

 ②のところは事例なり、研究を積み重ねる必要があるのかと。 

（中村委員） 

 評価することが難しいというか、かなり考えどころかという気がします。③はそんなに難しく

はないと思います。 

（安永委員） 

 今の点との関連で、事業価値の評価ということではフロー効果に課題が残されていて、たしか、

未利用資源の餌料価値を養殖用の餌となる魚の最低価格で考えるようなお話ですけれども、常に

養殖用の餌になるような小型の魚だけが餌料になっているわけではなくて、市場価値のあるサイ

ズ、種類の魚も餌料になっている可能性も踏まえて、フロー効果については、もう少し評価を加

えていただきたい。 

（計画課計画官） 事例を積み重ねて、検討を行いたいと思います。 

（安永委員） 

 未利用の部分についてもガイドラインに載せられるような方向で努力していただきたいと思い

ます。 

（岡安座長） 

 今回は、資料の４ページで確認しますと、①は既にある程度評価対象としていて、②はちょっ

と難しいから置いておいて、③だけ入れ込みます、という理解でよろしいでしょうか。 

 ほかにご意見等はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事の２も終わらせていただいてよろしいでしょうか。 

 予定した議事をすべて終了いたしましたけれども、本日、オブザーバーとして日吉様においで

いただいております。何か、ご感想等いただければと思います。 

（日吉委員） 

 今日は、オブザーバーということで。私は第三者委員会の委員に去年の暮れになりました。現

場調査には一度行かせていただきました。今回、初めて、検討会に出させていただいて、評価の

考え方や方法と、ちょっとアウトライン的にわかったという感じです。非常に勉強になりました。 
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 ちょっと思ったことがありました、先週、下関の市場に県の方々と視察に行ってきました。先

ほど部長さんからお話があったと思いますけれども、漁業者と話したところ、漁獲高が急激に減

っているということをすごく心配していました。底曳き網漁業の操業海域は対馬と朝鮮半島の間、

非常に魚も少なくなっていると。伊豆のほうまで、カツオを追って和歌山県串本市の漁師が来ま

すので、漁師仲間で話もありますけれども、昨年はやはり近海カツオが非常に少なかった。多分、

串本のほうでも水揚高の減少を非常に危惧していると思っています。 

 先ほど部長のお話の中で、国も資源の増殖、増加を考えているというお話がありましたけれど

も、ちょっと励まされた気持ちです。どうもありがとうございます。 

（岡安座長） 

 どうも貴重なご意見をありがとうございます。 

 それでは、すべて終了しましたので事務局にお返ししたいと思います。 

（計画課漁港防災・衛生管理専門官） 

 本日は長時間にわたり、ご熱心なご審議、大変お疲れさまでした。 

 今後、委員の皆様方のご意見を踏まえまして、精査した上で評価結果を取りまとめまして、平

成27年予算成立以降、公表したいと思っております。また、費用対効果分析手法につきましては、

皆様の意見を踏まえました上で、今後新たに評価を実施する地区から適宜運用を開始したいと思

っております。 

 皆様、ご協力ありがとうございました。 以上で、検討会を閉会いたします。 


